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要旨	

 
	 「葬式仏教」と呼ばれる日本の伝統仏教であるが、1990年代後半以降、寺院や僧侶による社会活動やイベ
ントが活発化し、注目を浴びている。本研究は、文献調査をもとに、1990年代後半以降の日本の伝統仏教が
従来の「葬式仏教」からどのように変容しているのか、なぜ「葬式仏教」以外の新たな活動が1990年代後半
以降に活発化し、注目されるようになったのかを明らかにした。結果として、僧侶自身と僧侶から説かれる

仏教の双方が私事化していることが明らかとなった。その要因として、地震や事件などの社会的要因・僧侶

たちの教義への不足感・葬儀の縮小化による伝統仏教教団の構造変容が挙げられることを指摘した。以上を

踏まえ、現代日本における伝統仏教の特徴とその将来の課題・展望を述べる。	
 
キーワード: 日本の仏教、葬式仏教、僧侶、仏教書、私事化 
 
1 はじめに	
1.1 背景  
	 日本の伝統仏教1や僧侶の役割は、葬儀や法事と

いった供養を執り行うことにあった。このような仏

教のあり方は「葬式仏教2」と非難の意をこめて言

われる場合もある。さらに『葬式は、要らない』（島

田	2010）『無葬社会』（鵜飼	2016）などの書籍をは
じめ、葬祭の意義や必要性の低下、またそれを執り

行ってきた日本の仏教の衰退を指摘する声は近年

強くなっている。	

	 一方、書店には入門書から専門書まで多くの仏教

書が陳列されており、僧侶のメディア露出やお遍路、

																									
1一般に華厳宗、法相宗、律宗、真言宗、天台宗、日蓮宗、

浄土宗、浄土真宗、融通念仏宗、時宗、曹洞宗、臨済宗、

黄檗宗の 13宗とそれに関連する宗派が日本の伝統的な仏
教とされることが多い。これらの宗派は新宗教が成立す

る前、つまり江戸時代以前から続く教えを継承する教団

であり、寺院や僧侶をもつ我が国の仏教宗派であること

が主な共通点となる。本稿では、これを指す言葉として

「伝統仏教」を使用する。	

	
2	「葬式仏教」という用語は、圭室諦成の『葬式仏教』

(1963)により広く社会で使用されるようになった。本稿
では単に日本の仏教が歴史的に葬祭を中心としてきたこ

とを意味する。葬式仏教は、江戸幕府の政策（寺檀制度

と本末制度）によって確立し、明治以降も家父長的家制

度の重視とともに継続され、現在にまで至る（末木・頼

住 2018,	問芝 2020）。葬式仏教を中心とした従来の日本
の伝統仏教では、長年の学問研究により体系化され確立

した宗派ごとの教義や儀式をそのまま受け継ぎ、それを

執り行う事や信仰する事が重視された（岡本 2015:45）。	

仏像、御朱印など我が国の伝統的な仏教にまつわる

流行は現在も存在する。また、1990年代後半以降、
伝統仏教の僧侶たちによる社会貢献活動やイベン

トなどが行われるようになり、僧侶たちによる「葬

式仏教」以外の新たな活動やその公共的役割は注目

されつつある（小川	2018,	大谷 2019）。	
	

1.2 問いと目的  
	 背景を踏まえ、本稿では、以下二つの問いを設定

し、これを明らかにする。	

	 問い①：1990 年代後半以降の日本の伝統仏教は
従来の「葬式仏教」からどのように変容しているの

か。（3	日本仏教の私事化に対応）	
	 問い②：なぜ「葬式仏教」以外の新たな活動が

1990 年代後半から活発化し、注目されるようにな
ったのか。（4	日本仏教の変容の要因に対応）	
	 以上の問いを踏まえて、現代日本の伝統仏教の特

徴を解明し、その将来を展望するのが本研究の目的

である。	
 
2	研究方法  
	 本研究では、文献調査をもとに 1990 年代後半以
降に寺院や僧侶たちによる活動や流行が活発化す

る日本の伝統仏教が、従来の「葬式仏教」からどの

ように変容したものであるかを解明し、その変容の

要因を探る。	

	 変容を見る視点として、僧侶から説かれる仏教の

変容(3.1)と僧侶たち自身の変容(3.2)の二つの視点
を用いて日本仏教の変容を探る。僧侶から説かれる

仏教の変容(3.1)では、近年売上の高かった仏教書 2
冊(小池龍之介『考えない練習』(2010)小学館と草薙



龍瞬『反応しない練習』(2015)KADOKAWA)を分析
する。僧侶たち自身の変容(3.2)では、先行文献に記
載される社会貢献活動やイベントを行う僧侶たち

の活動理念や動機を分析する。 
	 変容を捉えるにあたり、本稿では議論の枠組みと

して私事化論を用いる。私事化論とは、トーマス・

ルックマンが『見えない宗教』(1976)で示した概念
である。ルックマンは、近代化した社会に生きる

人々には制度的な教団が与える教義・儀礼・規範の

影響が薄くなることを指摘した。そして人々の信仰

が教団によって固定された教義や儀礼によるもの

ではなく、個々人にとって意味づけされた必要な教

えを詰め合わせ、カスタマイズされたものへ変化す

るとした。これを宗教の私事化論と呼ぶ。	

	 以上の方法で日本仏教の変容を捉えた上で、社会

的背景や、教義の課題、伝統仏教教団の構造変容を

もとに、日本仏教の変容の要因を明らかにする。	
 
3	日本仏教の私事化  
3.1 僧侶から説かれる仏教の変容  
	 分析対象の 2冊の仏教書の特徴として以下 4点が
挙げられる。	

	 1,	基本的な教義で日々の悩みや苦しみを説明し、
世俗的な価値観とは異なる見方や考え方を提示し

ている。その中では、仏教の基本的な教義を使用す

るが、教義そのものを解くのではなく、人々の悩み

の苦しみの説明や解決に仏教の教えを使っている

点が特徴的である。	

	 2,	苦しみの解決方法として、「考えない」「反応
しない」として仏教の教えを使用しながら世間で苦

しむ人に対して世俗の価値観に惑わされずに生き

ることを説いている。	

	 3,	書籍内で説かれる仏教は、日本の伝統仏教に
おけるいずれの宗派の教えでもない、科学性や合理

性を持つ（と彼らの言う）「ブッダの教え」の「仏

教」である。	

	 4,	仏教の開祖であるブッダが説いた教えに基づ
いて生き方や生活の方法を解いているが、いずれも

ブッダへの信仰は説かない。むしろ、自分たちが解

いていることは「宗教」ではないと主張する。ここ

から特定の教団や宗教、宗派の信者でなくとも普遍

的に実践できるものを提供する。	

	 このような特徴を持つ仏教書では、聞き手の日常

生活の悩みに即した、仏教の教えをカスタマイズし

た生き方を示していた。仏教の教義を体系化された

ワンセットで伝えるものとしてではなく、「処方箋」

のように人々に適した形で提供しようとした点に、

本書が人々に受け入れられた要因があると考えら

れる。実際に、堀江(2013)や多田(2017)は現代の人々
の仏教に対する需要が、信仰やその対象ではなく、

人々の悩みや苦しみの解消、自分のあり方や生き方

の指針の提供にあることを指摘する。	

	 従来の「葬式仏教」と中心とした伝統仏教では確

立した教義と儀礼が存在し、それを信じることを重

視してきた。そのような中では、教義の一部だけを

使用することや信じることを前提としない布教を

行うことは想定されてこなかった。一方、現代の仏

教者たちから伝えられる仏教は信仰を説かず「処方

箋」として仏教の教義を用い、生き方や苦しみの解

決策を提示しようとしている。ここが、従来からの

変化であり、大きな特徴であるといえよう。	

	 以上の変化は、制度的な教団が与える教義・儀

礼・規範の影響が希薄化し、人々がそれぞれ必要な

教えをカスタマイズする、私事化論と類似した現象

であることが指摘できる。ここから、現代において

は僧侶から解かれる仏教が私事化していると考え

られる。本稿ではこれを伝統仏教の私事化と捉える。	

	 また、この伝統仏教の私事化は今回の 2冊に限る
ものではなく、僧侶たちの行う仏教系イベントや社

会活動の方針でも共通する特徴であり、ここからも

現代の僧侶たちから説かれる（与えられる）仏教が

私事化していると言える。	
 
3.2 僧侶たち自身の変容  
	 社会活動を行う僧侶たちは、個々の僧侶それぞれ

が信じる仏道に沿って「本来の」「本当の」寺院や

僧侶のあり方を構築し、それを実践しようとしてい

ることがわかった。僧侶が自分なりの「本当の」「本

来の」仏教像や僧侶像を自身の立場や環境に応じて

考え、実践する姿は、確立した教義や儀式をそのま

ま執り行う従来の「葬式仏教」とは異なる姿である

といえよう。	

	 また、僧侶たちが「本来の」「本当の」寺院や僧

侶のあり方を構築する際に理念とするのは、自らの

所属する宗派の教義に限定されない多様なもので

ある（寺院や仏教の歴史、高僧の足跡、経典解釈、

僧侶自身の経験など）。また、個々の僧侶が考える

「本当の」「本来の」仏教像やお寺像に、所属する

宗派の教義がどの程度深く関わっているのか、何を

もとに「本当の」「本来の」仏教像、お寺像を構築

しているのかも僧侶によって様々である。ここから、

現代の僧侶たちに、統一的な仏教理念は存在しない

ことが指摘できる。	

	 すでに、3.1 では僧侶たちが伝統仏教の教義や蓄
積した伝統を資源として、対象となる人や状況に合

わせてカスタマイズした「処方箋」を人々に供給し

ようとすることが現在の仏教の特徴であることを

指摘した。これに加え社会活動をおこなう僧侶たち

の分析でわかったのは、僧侶自身も宗派によって固

定化された「教義」や「法要/儀式」といった宗教

的規範をそのまま受け入れるのではなく、それぞれ

の仏教像、お寺像を求めて活動を行っていることで

ある。制度的規範にとらわれないこれらの僧侶のあ

り方は、ルックマンのいう私事化の様相とも合致す

る。我が国の伝統仏教においては僧侶自身も私事化

していると考えることができよう。	



4 日本仏教の変容の要因	
	 3.1と 3.2で指摘した日本仏教の私事化をふまえ、
なぜ「葬式仏教」以外の新たな活動が 1990 年代後
半に活発化し、注目されるようになったのかを以下

3つの観点から探る。	
 
4.1 社会的要因  
	 1995 年に発生した阪神・淡路大震災と地下鉄サ
リン事件発生は、多くの僧侶たちに衝撃を持って受

け取られ、その後の僧侶たちの行動の変容の礎とな

った。	

	 阪神淡路大震災が発生した 1995 年は「ボランテ
ィア元年」と言われ、民間の非営利組織による社会

貢献が活発化した年とされる。阪神淡路大震災をき

っかけにボランティアや NPO 団体などを立ち上げ
て社会活動を行おうとする動きは仏教界に限らず

社会全般に芽生えていったことが考えられる。	

	 オウム真理教による一連の事件は、宗教者や宗教

団体の公共性が問われることになった。大谷（2019）
は 1990 年代後半から宗教の公共性・公益性がアカ
デミズムやマスメディアで議論されるようになっ

たとし、その要因の１つにオウム真理教地下鉄サリ

ン事件をあげた。オウム事件をきっかけに宗教法人

法の改正(1996 年)や公益法人制度改革(2006 年に
公益法人制度改革関連三法が成立)が実施され、そ

の中で宗教法人の公益性やそのあり方が問われて

いった(大谷	2019：28-30)。	
	 以上のように 1995 年以降、社会全体でボランテ
ィアや社会活動を行う契機が生まれ、さらに宗教法

人の公益性のあり方が問われた。その中で仏教団体

や僧侶たちも社会貢献活動などを積極的に行うよ

うになっていった。	

	

4.2 教義への不足感  
	 僧侶たちは、大きな自然災害や事件、社会問題に

直面した時、体系化された宗派の教義のみでは物足

りなさを感じていることが社会活動やイベントを

行う僧侶たちの分析から指摘できる。	

	 確立した教義と葬式仏教では現代社会における

諸問題には対応できないと僧侶たちが感じ、そこで

自分たちの「あるべき姿」を考える必要性が生まれ

たと言える。ここから、3.2 で述べたような僧侶の
私事化が発生していったと考えられる。	

	

4.3 葬儀の縮小化  
	 バブル崩壊後より、「葬式仏教」を担っていた葬

儀の縮小や簡素化が顕著となった(碧海 2012, 碑文
谷 2020)。具体的には法要の回数や執行人数が減少
した。葬儀の縮小は単に僧侶たちに「葬式仏教」に

対する危機感を与えるだけではなく、伝統仏教教団

の構造にまで影響を与えた。	

	 従来、葬儀や法事といった儀式は複数の僧侶や寺

院が協力して行う場合が多かった。この場合、伝統

的に関係性のある寺院や僧侶の結びつきは固定化

されており、個々の僧侶や寺院のみの意思で自由に

行動することはできなかった。しかしながら、葬儀

の簡素化は、法要の執行人数や回数を減らし、従来

の寺院間の協力関係を希薄化させた(川又 2020)。
この寺院間関係の希薄化は、固定化したしがらみに

とらわれずに個々の僧侶や寺院が自由に自分の思

ったことを行うことができる環境を整備すること

に繋がった。つまり、寺院間関係の希薄化は「葬式

仏教」以外の新たな活動を行う下地となり、その上

で個々の僧侶たちが主体的に自由に考え、実践する

こと、僧侶の私事化が可能となったのである。 
 
5 結論  
	 本稿では、日本の伝統仏教の変容の特徴として、

僧侶から説かれる仏教と僧侶自身が私事化してい

ることを示した。	

	 これまでの宗教社会学の議論では、宗教を受け取

る側（一般の人々や信者）の信仰がどのような変化

をしているのかを分析する際に世俗化や私事化と

いった理論が利用されてきた。一方、現代において

は、宗教者（宗教を与える側）に、確立された教義

や儀式をそのまま執り行うのではなく、宗教の持っ

ているもののうち、使えるものを選んで活用しよう

とする動きがあり、しかも仏教や教義をどのように

捉え、どのように活用するのかは、僧侶ごとに異な

ることを筆者は指摘した。	

	 私事化とともにある現代日本の伝統仏教の特徴

として以下の三つが挙げられる。	

	 一つ目は、日本仏教が「宗教」概念から外れてい

るということである。従来の宗教研究では、教団に

よって確立し、統一的な教義や儀式を持つ「宗教」

の存在を前提に議論がなされてきた。一方、本研究

では僧侶と僧侶から説かれる仏教が私事化し、現代

の日本の伝統仏教に統一的な仏教理念が存在しな

いことを述べた。また、僧侶たちの行う活動も多様

な領域へと広がっている。このような状況から日本

仏教はもはや教義や儀式を持つ「宗教」という概念

を前提に捉えることができないものであると指摘

できる。	

	 二つ目は、僧侶や寺院に対する政治権力や教団組

織の影響力がなくなっていることである。政治権力

については、戦後の日本国憲法・宗教法人法で政教

分離が規定されている。教団組織の影響力について

は葬儀の縮小化とともに寺院間関係のしがらみの

希薄化が起きた。これにより個々の寺院や僧侶がし

がらみにとらわれずに自由に活動を行うことがで

きるようになったことは 4.3で指摘した通りである。	
	 三つ目は、僧侶や寺院が身の回りの社会や人々の

あり方を意識し、それに対する役割を求めるように

なったことである。ここから、個々の僧侶がそれぞ

れの仏教像、僧侶像を構築し、様々な活動が行われ

るようになったと考えられる。	



6 展望	
	 本稿では、私事化という概念を用いて日本の伝統

仏教の変容を指摘した。	

	 仏教や僧侶の私事化は、特に4.2で指摘したよう
に、個々の僧侶が教義や儀式をそのまま受け継ぐだ

けではなく、主体的にあるべき仏教の姿や自分たち

が行うべきことを考え、実践することを促した。こ

れは、冒頭で述べたような葬式仏教への批判や衰退

が指摘される現代において必要不可欠な動きであ

り、日本仏教への注目や活性化に貢献するものであ

ると筆者は考える。	

	 一方で、私事化が行き過ぎてしまえば、仏教その

ものが拡散化してしまう。現在の日本仏教の状況は

「仏教者」として僧侶が何を行うべきかの指針が見

えにくい状況に陥っているとも言える。社会一般に

善とされるあらゆる行為を「仏教的」行為と捉え、

社会へ迎合し、社会貢献につながるというだけで僧

侶が行うのであれば、そもそも仏教教義の存在意義

はどこにあるのだろうか。	

	 社会に必要なものを提供し、その存在意義を確立

すると同時に、社会に流されない教義や価値基準を

受け継ぎ、それを保ち続けることが仏教には求めら

れる。つまり、社会に染まりきり、迎合することも、

固定化された教義や儀式に縛られることも仏教の

あるべき姿ではないということである。確立した教

義や儀式のみに縛られない仏教のあり方が模索さ

れる時、教理を捨てて実践のみに頼るのではなく、

現代社会でどのような理念をもとに仏教教団や僧

侶たちが何を行うべきであるかの議論が必要であ

ろう。	

	 仏教には八万四千と言われる多様な教えがあり、

その解釈も多様になされてきた。特に、僧侶や仏教

徒の道徳や行動規範については戒や律として多く

の教えを仏教は持つ。これらの教理の現代的な解釈

と、それに基づく多様な実践が、混迷する現代社会

の中での伝統仏教の存在意義の源泉となり、多くの

人々の苦しみを抜き、楽を与える（抜苦与楽）こと

につながると筆者は考える。	
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